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平成 28 年度小金井市障害者福祉センター事業計画 

 

総括 

昨年度からの懸念であった次期指定管理者受託の件は、事業運営の内容が行政機関

や市民から高く評価され、平成 28 年度から平成 32 年度にあたる期間、継続して受任

することが出来ました。しかしながら、「利用者の多様な要望を把握し、一層のサービ

ス向上に努めていただきたい。」という意見が付されており、よりサービスの内容の充

実が求められている。 

平成 28 年度の事業運営にあたっては、4 月から施行される「障害者差別解消法」に

事業所として取り組まなければならない対応内容や支援内容を整備・充実していく必

要があると考えています。日々の業務に加え市民利益につながる地域資源としての機

能を意識した事業展開を行っていく必要があると考えております。 

 

 

基本方針 

1. 法人の基本理念を周知徹底し、その具体化を進めます。 

2. 利用者の意向を尊重し、」豊かに安心して自分らしい生活」を送ることができるよ

う常に質も高いサービスの提供に努めます。 

3. 地域における福祉の街づくりに積極的に取り組みます。 

 

中期目標 

 

1. 法人主催の基礎研修を受講し、法人の基本理念及び基本方針、コンプライアンス

遵守を周知徹底し、その具体化に努めます。 

2. 小金井市の第４期障害福祉計画（平成 27 年度から平成 29 年度まで３年間）の内

容に沿った障害福祉サービスの実現につとめます。 

3. 法人が導入するするキャリア段位制度の段位を取得することにより、介護技術の

平均化とサービス提供の環境をより安心できるものにしていきます。 

4. 平成 28 年 4 月施行予定の「障害者差別解消法」を視野に入れ、行政と連携した、

地域における福祉の街づくりに積極的に取り組みます。 

 

重点課題 

1. 平成 28 年度末に「生活介護事業」を担当する 3 名の職員体制の変化が予想されて

おり、早い段階から職員の補充を計画し、平成 29 年早々には次年度の支援体制の

整備を完了し、繊細で配慮ある支援が提供できる体制、活動中の不測の事態に対

応できる環境の整備を実施し、利用者およびに職員に｢安心｣を提供できる組織づ

くりを行います。 

2. 小金井市の福祉会館が平成 28 年 3 月 31 日を持って閉鎖される影響により障害者

団体が利用できる公的貸出施設が当センターのみとなります。そのため従来まで

の予約申請の流れや利用方法を一新し、その影響を最小限に抑える対応を行いま

す。 

3. 「虐待防止委員会」や「リスクマネジメント委員会」の活動を通じて「差別解消

法」に対応する事業所としての責務や法人研修や交換研修を通じて、時代に即し

た事業のあり方を意識でき実現できる人材を育成できる組織を作り上げます。 

4. 法人による「グループホーム推進委員会」と連携し、グループホームの開設に向

けた取り組みを行います。 
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職員研修 

 平成 27 年度に実施した、市立施設協議会主催の他施設職員交換研修、法人主催によ

る研修など職員の視野を広げる意義深い取り組みで会ったことから、法人の理念やコ

ンプライアンスの遵守、福祉職員が基本的に持ち合わせるべき接遇の基本や制度理解

については、法人主催の基礎研修を受講し知識を深め、外部との交換研修は利用者を

含めた交流活動や研修を通じ見識を深めていきます。医療的ケア対象の利用者につい

ては所内において看護師の指導のもと不測の事態に備える研修、外部においては特定

介護職員等による痰吸引等の研修、上級救急技能講習などを受講し体制を整備してい

きます。 

 そのほか、平成 28 年 4 月より施行予定の「障害者差別解消法」についても所内研修を

実施し、センターとしてどのような視点で事業を実施するのかを考えていきます。 

 

平成 28 年度職員研修等 

項目 

 

月 

職員研修等 災害訓練等 健康管理・衛生管理 

内  容 内  容 内  容 

４月 

所内研修：吸引・酸素吸入研修 

    ：ＡＥＤ操作研修 

所内研修：障害者差別解消法 

自衛消防訓練 

 
所内医療的ケア研修 

５月 
上級救急技能講習 

虐待防止学習会 

第四町会総会 

 

飲料水水質検査 

残菜調査 

６月 
東京都通所活動施設研修会 

所内研修：障害者差別解消法条例 

自衛消防訓練 

防災無線通信訓練 

給食懇談会 

食中毒予防 

７月 
運営会議・運営協議会 

上級救急技能講習 

防災対策委員会 

自家発電機発電試験 
利用者の健康診断 

８月 
市立施設協議会職員研修会 

虐待防止研修 

消防設備法定点検 

自家発電機発電試験 

防災無線通信訓練 

浴槽定期点検 

厨房害虫駆除 

厨房ダスト清掃 

９月 
業務標準化研修（接遇） 

身体障害者福祉部会研修（東社協） 

町会と合同消防訓練 

自家発電機発電試験 
所内医療的ケア研修 

10 月 

業務標準化研修（業務） 

東京都通所活動施設研修会・運営

協議会 

差別解消法学習会 

総合防災訓練 

防災無線通信訓練 
残菜調査 

11 月 
所内研修：吸引・酸素吸入研修 

    ：ＡＥＤ操作研修 

自衛消防訓練 

自家発電機発電試験 

職員定期健康診断 

給食懇談会 

12 月 

所内研修 

接遇研修 

虐待防止研修会 

自家発電機発電試験 

防災無線通信訓練 
感染症予防 

１月 
市立施設協議会職員研修会 

 

自衛消防訓練 

自家発電機発電試験 

インフルエンザ予防

接種 

２月 

運営協議会・身体障害者福祉部会

研修（東社協） 

 

消防設備法定点検 

自家発電機発電試験 

防災無線通信訓練 

利用者定期健康診断 

職員特殊検診（腰痛） 

３月 
虐待防止研修 

 

町会とセンターの合同

消防訓練 

グリストラップ清掃 

利用者定期健康診断 
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※上記の他法人主催の研修会等が予定されています。 

行事、懇談会、地域関係、その他 

 

 主 な 行 事 

 

4 月 

 

入所式(生活介護日) ／レザークラフト開講式（12 日）手話講習会上級・養成コー

ス選抜試験（3 日）絵画講習会開講式（15 日）オンブズパーソン相談日（20 日）

手話講習会合同開講式（22 日）機能訓練利用者家族懇談会（25 日） 生活介護個

別面談～5 月 生活介護一時金支給 生活介護利用者懇談会 

 

5 月 

 

生活介護家族懇談会（17 日）日帰り旅行（生活介護） 

給食残菜調査（16 日～20 日）オンブズパーソン相談日（27 日） 

水質検査（厨房・飲料水：23 日）生活介護個別面談～5 月 

6 月 

生活介護利用者給食懇談会（1 日）生活介護利用者定期健康診断（15 日） 

機能訓練外出訓練（20 日） 

オンブズパーソン相談日（15 日）生活介護利用者懇談会(15 日) 

7 月 

日帰り旅行（生活介護）上級救命技能認定講習会（新規職員研修）        

第１回運営協議会（8 日）市と法人の運営会議（20 日） 

第三者委員と家族･利用者懇談会（27 日） 

8 月 

厨房害虫駆除（13 日・14 日） 

オンブズパーソン相談日（17 日） 

生活介護利用者懇談会 

9 月 
地元町会との合同消防訓練（7 日）生活介護家族懇談会（13 日） 

手話講師意見交換会（7 日）オンブズパーソン相談日（14 日） 

 

10 月 

 

第 2 回運営協議会（7 日）緑町連合町会大運動会（15 日） 

23 周年記念キャンペーン（17 日～21 日） 生活介護利用者懇談会／個別面談 

オンブズパーソン相談日（26 日）生活介護一時金支給 日帰り旅行（生活介護） 

11 月 
生活介護利用者給食懇談会（9 日）給食残菜調査（7 日～11 日） 

オンブズパーソン相談日（2 日）日帰り旅行（生活介護） 

 

12 月 

 

機能訓練利用者家族懇談会（5 日）オンブズパーソン相談日（5 日） 

障害者週間（3 日～9 日）  

冬休み（12 月 29 日～1 月 3 日）生活介護利用者懇談会 

1 月 
生活介護成人を祝う会（10 日）オンブズパーソン相談日（25 日）町会懇談会 

生活介護家族新年会（19 日） 

 

2 月 

 

生活介護利用者定期健康診断（2 日）／個別面談（生活介護）／ 

絵画講習会作品展示会（22 日～29 日）手話講師意見交換会（1 日）  

第三回運営協議会（10 日）オンブズパーソン相談日（6 日） 

生活介護利用者懇談会 

 

3 月 

 

機能訓練バスハイク 手話講習会合同修了式（10 日） 

レザークラフト講習会修了式（7 日）絵画講習会修了式（10 日） 

地元町会との合同消防訓練（14 日）オンブズパーソン相談日（22 日） 
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職員配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 常勤 非常勤 パート 嘱託 
勤務区

分 
勤務時間：勤務形態 

施設長 １    日勤 8:30~17:15 三施設の所長兼務 

副施設長  １   日勤 非常勤 ９時～１６時 

事務員 １ １   日勤 非常勤 ９時～１６時 

サービス管理

責任者 
２（兼）      

支援員 ６ 8   日勤 非常勤 ９時～１７時 

看護師 １ １ １  日勤 パート ９時～１６時 

栄養士 １     栄養士は、調理員を兼務 

調理員  ２   日勤 栄養士は常勤：非常勤 9 時～16 時 

介護職員  ２   日勤 入浴介助 2 人  ６時間勤務 

食事介護   ６   食事介護 6 人  2 時間パート 

運転手  １   日勤 運転手：非常勤 9 時～17 時 

添乗員   ２   添乗員パート（週３日）交代勤務 

療法士    ４ 日勤 嘱託 9 時～16 時（PT・OT・ST） 

医師    ３  13 時～15 時（内科・精神・整形） 

合 計 １０ １５ ９ ７   
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平成 28 年度障害者地域自立生活支援センター（相談支援事業）事業計画書（案） 

 

総括 

1.  平成 27 年度は基幹としての役割として、計画相談に関する体制整備事業を小金井

市と協働で取り組みを行い、計画相談作成実績をを 90%以上まで引き上げることが出

来た。計画のみならず、当事者にとって地域生活に必要なサービスや情報提供を様々

な機関と連携し提供することも丁寧に実施し信頼と評価をいただいている。 

また、基幹相談支援センターとして様々な取り組みと実績により東京都の基幹相談

支援センター体制整備促進検討委員会への委員派遣を要請され、行政と連携した基幹

のあり方を検討する取り組みを実施しました。 

 

基本方針 

1. 利用者又は保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った相談支援

を行います。 

2. 利用者が自立した日常生活や社会生活が営める配慮ある支援を行います。 

3. 行政や福祉サービス事業を行う事業者等と連携をし、地域において必要とされる

社会資源の改善や開発に努めます。 

4. 自らの提供する相談支援の評価と検証を行い、常に質の高い業務を行います。 

   

重点課題 

1. 平成 28 年度より地域自立支援協議会の事務局運営を受託する予定であり、業務が

飛躍的に増大する。また、基幹相談支援事業所として、計画相談、地域移行、地

域定着、虐待防止、地域生活支援事業などの通常業務の他「差別解消法」の相談

窓口も担当となることから、総合相談窓口としての取り組みの充実をソフト、ハ

ード面で実施していきます。 

2. 地域生活支援の支援力向上のため、地域自立支援協議会等との連携を密にし、「相談支

援」「生涯発達」「生活支援」の視点から社会資源の充実につながる取り組みを行いま

す。 

3. 障害別相談における複数の相談場所、相談曜日、相談方法を設定し、利用者の利便性

に配慮する対応を継続して実施いたします。また、相談員全員を対象とした外部講師

による勉強会を企画し、障害別相談の機能を高めます。 

4. 平成 28 年 4 月より「障害者差別解消法」が施行されることに伴って、小金井市の自

立支援協議会と連携した啓発運動を、近隣の大学をはじめとした高等教育機関や市内

の小中学校と協働して取り組んで行きます。 

5. 障害者週間の周年イベント （ア実行委員会方式の設立 イ障害者週間ポスター展の

実施、特別企画の実施等）を自立支援協議会と連携の上実施します。 

 

職員体制 

 

相談員（専任）の職員配置 

 

専従常勤職員 ３名   

ピアカウンセラー 

（障害別相談員） 

知的障害・肢体不自由・視覚障害・聴覚障害 

精神障害・内部障害（難病疾患など）７名 
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講習会・講演会等の講師 

 

課題別に講演会講師を招聘 

連携職員 
計画相談や地域生活支援において地域の関係

機関関係者に協力依頼  

※基幹相談事業所として、地域関係機関との連携協力職員。事業所としての配置人数

ではカウントしないもの。 

 

事業実施内容 

１ 専門的な相談支援等を要する困難なケース等への対応 

 ・困難なケース等について、当事者・家族への専門的な相談・助言等の支援 

・計画相談支援（サービス利用計画）に関する業務 

・成年後見制度利用支援事業 

２ ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイの利用援助 

 ・障害者支援制度における居宅支援制度の活用や紹介などの相談 

・制度以外のインフォーマルなサービス機関の活用等の紹介・相談 

３ 社会資源を活用するための支援 

 ・通所施設等の紹介・就労支援・福祉機器・装具利用相談・情報機器利用援助 

・生活関連動作支援（外出プログラム）・住宅改修相談・手当て・福祉制度利用援

助 

４ 社会生活力を高めるための支援 

 ・地域の仲間づくりプログラム（趣味活動・余暇活動など） 

・生活プログラム（介助サービス、健康管理、金銭管理、家事家庭管理等） 

・地域へ向けた講習会等の実施（短期手話講習、点字パソコン講習会等） 

・自立生活講座及び当事者相談（ピアカウンセラー等、自立体験者の講座） 

５ 当事者相談（ピアカウンセリング） 

 ・知的障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、精神障害、内部障害の 6 障害の

ピアカウンセラーによる相談の実施（毎週火曜日 13 時～15 時） 

・ピアカウンセラー懇談会の実施 

・小金井市障害別相談員との連携をとり、情報交換、懇談会等を実施 

６ 専門機関との連携 

 ・障害福祉課、保健センター、保健所、東京都心身障害者福祉センターとの連携 

・社会福祉協議会、精神障害者生活支援センター、障害者就労支援センター、こ

ども家庭支援センター、市内障害者通所施設（作業所）、養護学校等の連携 

７ 基幹相談支援事業所 

 指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、計画相談、地域移行、地域

定着、虐待防止、地域生活支援事業、相談支援ネットワーク、相談支援専門員研

修、権利擁護事業 
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８ 小金井市障害者虐待防止センター 

 24 時間連絡体制、緊急一時保護、小金井市との連携の上の立入調査、虐待予防 

 


